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まえかき

非加法的集合関数論や非加法的側度論を中心とする非加法の数理と情報は 歴
史が浅く 研究者の数も少ない また 様々な分野でほぼ独立に理論展開されて
きており 類似の概念を用いなから分野間の相互交流等がほとんどない しかし
他の分野と様々な形て関連しているため 非加法の数理を橋渡しとして種々の関連
する分野および周辺領域間の交流が行なえるのてはないかと期待される このよ
うな考えのもと 非加法の数理と函数解析の分野との交流を目的に研究集会「非
加法の数理と情報 函数解析の視ξから」を開催した 研究集会には 非加法の数
理や函数解析の研究者以外にも 残念ながら都合により講演いただけなかったが
経済学やゲーム理論の研究者に参加いただき,会場内外で参加者間の密接な交流
が行われた さらに 欧州での非加法的集合関数研究の牽引役であるフランスの
MGrabisch氏を特別講演に迎え,同氏の最新の研究内容を講演いただいた 研究
集会の講演をまとめた本講究録が 非加法の数理と函数解析の今後の相互交流の
きっかけとなれば幸いである
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